
遭難事故後の現地調査レポー ト

周 りはお花畑で、疲れてはいても日には優 しい風景。

風雨が厳 しい時にはまともに風を受けるので、体

力の消耗が激しい場所に感じる。忠別岳 (1962.6m)

着 (9:15)。

忠別岳避難小屋分岐までの下 りからハイマツの中

を歩 く。避難小屋分岐 (10:00)。 忠別岳避難小屋は、

登山道から下 りで 15分ほど離れているのでパスす

る。分岐から登 りになり、背の高いハイマツの中を

歩く。風雨は比較的避けることができる。このころ

から雨になり、雨具を着けて五色岳に向かう。

五色岳 (1868m)着 (11:00)。 周 りは背丈以上の

ハイマツの海。雨がひどいなか、化雲岳に続 く湿原

の木道を行 く。化雲岳 (1954.3m)着 (12:04)。 雨

とガスで、気温 もかなり低い。ヒサゴ沼分岐 (12:

15)よ リヒサゴ沼避難小屋に向からて、ぬかるみと

木の階段を下る。ヒサゴ沼避難小屋 (1700m)着 (13:

00)。 小屋は無人で、大学山岳部の先客が数名利用

している。非常食や非常用燃料、毛布などがある。

中は明るく清潔。 トイレは外にある。

[コ ースタイム]

白雲岳避難小屋 6:15-高根ヶ原分岐 6:55-平 ヶ

岳 8:2卜 忠別岳 9:15-忠 別岳避難小屋分岐

10:00-五 色岳 11:00卜化雲岳 12:04-ヒ サゴ

沼分岐 12:15-ヒ サゴ沼避難小屋 13:00

[コ ースのポイン ト]

2日 目は大雪山らしい景色の中を歩 くので、晴れ

ていれば登山者にはうれしい行程。コース中には危

険箇所や困難な所はない。標準コースタイムが 8時

間くらいで、1日 目より長丁場になるので、体力的

にはきつ く感 じる。また、ゴロタ石やハイマツの中

を歩 くので、歩きにくい感じはあるが、多少は風雨

を避けることができる。避難小屋では営業小屋のよ

うな環境は望めないので、雨の中で濡れたりしてい

ると、体力的な消耗を回復しづらい。温かい飲み物

と乾いた衣類、暖かい寝具が欲しいところ。飲み水

は煮沸が必要。 (三浦靖男・記)



本遭難事故要因の検証と考察

今回のツアー登山は、低体温症により8名が死亡

するという悲惨な結果を招いてしまったが、そこに

至る過程において、直接的あるいは間接的にさまざ

まな事故要因が存在 していたものと考えられる。

それらの要因について、聞き取 り調査をベースに

整理・検証し、事故調査特別委員会としての考察を

加えてみた。これらの要因が複合的に重なり合って

大きな事故に繋がったものと思われるが、同種の事

故が三度と起こらないよう、次項の「今後のガイド、

旅行業界および登山界に対する提言」と合わせ、向

後の標としていただきたぃ。

本遭難事故は、一義的にはリーダーをはじめガイ

ド・スタッフ (以下、スタッフ)の判断ミスによる「気

象遭難」と言えるだろう。

まず、第 1の ポイントは、初めから「停滞」とい

う判断は頭になかったようだが、では、 どのような

判断根拠、あるいは目算があってヒサゴ沼避難小屋

を出発したのか、大いに疑間が残る。社団法人日本

山岳ガイド協会認定登山ガイドで、旅程管理者で

もあり、最終意思決定者であるリーダーA(61歳 )

が死亡しているので確認が不可能な部分もあるが、

①出発時の気象状況と今後の展開予測、②当日の参

加者の体調や力量などパーティ・コンディションの

把握、③当日のコース・コンディションの確認と行
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動時間の予測など、スタッフ間でじっくり討議して

判断すべき材料は、たくさんあったはずである。

しかるに、3人のスタッフがそれらを十分に討議、

検討 した形跡が見 られないし、3人がそれぞれのレ

ベルで、ばらばらに判断していたように見える。天

気予報は前々日夜の情報 しかなく(2泊 3日 の縦走

にしてはラジオを持参 していない)、 それに基づ く

天候の推移の分析、参加者の体調や体力、精神状態

などの詳しいチェックがなされた様子はない。また、

ガイドB(32歳)が北海道の山に詳しく、今回のコー

スを5回 ほど経験 しているのに、出発後のコース概

況や行動予測をリーダーAが相談 した形跡 もない

し、ガイドBも アドバイスしていないようだ。した

がつて、明確な判断基準のないまま、「ひとまず出

発してみよう」という決断に至ったと思われる。

しかし、「ひとまず出発してみよう」という判断は、

途中で引き返したり、別のコースに避難する可能性

も含んだ判断である。それであるなら、夜明けとと

もにリーダーは若いスタッフを稜線のヒサゴ沼分岐

辺りまで、空身で偵察に走らせるという方法もあっ

たのではないか。それにより出発遅延の30分とい

う時間も、有効に使えたはずである。経験不足から

思いつかなかったのかもしれないが、偵察によって

かなり正確な判断材料が取得できたことであろう。

いずれにしろ、スタッフ3人の危機意識や情報の

共有ができておらず、意思疎通も不十分だったこと

が窺える。今回が初めての顔合わせであるとはいえ、

それぞれに役割分担し、意見を出し合って連携して



いくのがパーテイ登山の基本であることは言うまで

もない。そして、それらの機能を生かし、まとめ

ていくのがスタッフ間でのリーダーシップであり、

フオロワーシップである。

また、今回の遭難は、行動中に悪天候に遭過して

対応をミスしたケースではない。前日も雨に濡れ、

夜来の悪天候が出発時も持続していたという状況で

ある。その中を敢えて行動するのであれば、スタッ

フは万が一の時を想定して、いかに対応すべきかシ

ミュレーションし、危機意識を共有すべきである。

またそれは、参加者に対してもしっかリインフォ

メーションする必要があるだろう。

体調確認や悪天候に対応するウェアリング、行動

食の用意など、ツアー登山客はガイドの指示に依存

する傾向が強いため、こまごまとしたアドバイスが

欠かせない。それらは本来、日々のルーティンとし

て当然行なわれるべきで、パーテイとしての安全性

確保とともに、参加者の危機意識や参加意識も高ま

るだろう。

次に第 2の ポイントは、稜線のヒサゴ沼分岐から

天沼や日本庭園にかけての判断である。「ひとまず

出発してみよう」と稜線に出たものの、カール状の

ヒサゴ沼と違ってまともに西風を受けるので、風雨

の激しさは想像以上だったはずである。木道の縁を

つかんで歩いたり、ハイマツ帯に飛ばされたりとい

う状況は尋常ではない。特に危機的状況下での行動

経験の少ないツアー登山客にとっては、まさに危機

的だったことであろう。ガイドBは、天人峡温泉

への緊急避難も心積もりとしてはあったと言うが、

リーダー以下、なんの協議も判断も下していない。

もっとも、同一条件下で、化雲岳を越えて天人峡温

泉へ下るコースも、緊急避難路としては楽ではない

が・……。

引き返すか、もしくは緊急避難路選択の判断をす

るなら、日本庭園までの間、すなわちロックガーデ

ンを登り始める前がリミットだっただろう。悪条件

本遭難事故要因の検証と考察

下の行動で、しかもここまでに通常のコァスタイム

の 2倍近い時間がかかっているので、このままの

ペースで進んだら、たとえ北沼の渡渉がなかったと

しても、この先の行程がかなりの長丁場だけに、厳

しいものになることは予測できたのではないか。実

際に同一コースを歩いた伊豆ハイキングクラブ・

パーティが トムラウシ温泉に到着したのは、夜の 7

時を過ぎていた。

スタッフの一人しかこのコースの経験がなかった

としても、情報を共有しておれば、それぞれが意見

を出し合い、臨機応変の対応がとれたはずである。

ロックガーデンを登 り始める前に、なんらかの判断

がなかったことが、返す返すも悔やまれる。危急時

におけるリーダーシップおよびフォロワーシツプの

欠如が、このパーテイの命運を左右したとも言える

だろう。

さらに第 3のポイントとなるのが、ロックガーデ

ンを越えた地点から北沼渡渉点にかけての状況判断

だが、この辺りまで来るとパーティとしての機能に

ほころびが出始め、参加者それぞれのサバイバル行

動的な様相を呈し始めている。ロックガーデンの登

りで、低体温症の兆候が表われている参加者がいた

ものと推測できるが、特段の対応がとられた様子は

ない。その兆候を察知するのは専門家でも難しいと

言うが、それが起こり得る

'大

況にパーテイが置かれ

ているという認識を持つことは、十分にできたはず

である。スタッフは参加者のコンディションを一人

一人チェックし、防寒対策やエネルギー (行動食な

ど)の補給を怠らないよう、こまめにアドバイスを

する必要があった。

そして、ロックガーデンを越えた先の窪地で休憩

しているが、この時点でリーダーはすでに遭難状況

にあると認識すべきであったろう。その上で救助要

請も大切ではあるが、何よりも犠牲者を出さずに生

き抜くための対策をスタッフと緊急協議し、的確な

指示を出すべきであった。にもかかわらず、その先
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の北沼渡渉点ではなんの指示もなく、パーテイ全体

を長時間にわたり、体温低下を防ぐ措置をせずに停

滞させている。この吹き曝しの中での行動停滞がさ

らに多 くの参加者に低体温症を引き起こさせ、その

後のパーティの運命を大きく決定づけたと言っても

過言ではなかろう。

パーテイが崩壊しかかっているこのような状況下

こそ、リーダーがリーダーシップを強く発揮し、役

割分担してスタッフに指示を送り、参加者にもパー

テイ構成員としての自覚を促し、協力を仰ぐべきで

あった。そのような対応ができなかったということ

は、リーダーA自 身に危急時対応の経験が少なかっ

たか、あるいは体調不良であったか、はたまた本人

も低体温症に罹っていて、判断能力が低下していた

ものと推測される。彼が亡くなっている今となって

は、確かめる術がないのが残念である。

第 4の ポイントは、北沼分岐付近での諸々の判断

である。女性客 1名が行動不能に陥り、リーダーA

が共に残る。次いでガイドBが参加者 4人 とビバー

クを決意。ガイドC(38歳)は参加者 10人を連れて

本隊として下山開始……と推移していくが、このこ

ろになると指揮系統も乱れ、パーテイとして機能し

なくなっている。原則としてパーティを分散しては

いけないというセオリーを無視したり、ビバークの

判断が遅く、せっかく持参しているテントを活用し

ようとしなかったり、ただ間雲に救助要請に走ろう

としたりと、パーティとしての体をなしていない。

大人数のツアー登山パーティだけに動きも鈍く、悪

条件下における初期対応が遅れ、すべてが後手後手

に回った時の登山パーティ崩壊の恐ろしさを、まざ

まざと物語っている。

ガイド・スタッフの

能力に関する問題

■ガイ ド・ スタッフの山歴

ガイ ドA(61歳 )

個人的な山歴は、主に中国地方の日帰 り低山を四

季にわたって限なく歩いてお り、そのほか九州や

北アルプスの百名山クラス (夏、秋)も 登っている。

ガイド山行歴としては、同じく中国地方の日帰 り低

山が圧倒的に多 く、次いで九州や四国、関西の百名

山などが続 く。ほかに夏や秋の北アルプスの百名山、

そしてマレーシアのキナバル山やカムチャッカのア

バチャ山、アフリカのキリマンジャロ山登頂ガイ ド、

スイスやニュージーランド、カナダ、ネパール、ブー

タン、アンデスなどの トレッキング・ガイ ド歴もあ

る。ちなみに 2008年 のツアーガイ ド回数と日数は

68回 、148日 。2009年 は、トムラウシ山まで 39回 、

73日 であった。

ガイ ドB(32歳 )

北海道大学山スキー部OB。 四季を通じて北海道

内の山々を登 り、登山歴は約 12年。ガイ ド山行歴

としては、得意な北海道の山々がほとんどで、今回

の大雪山・旭岳～ トムラウシ山のコースは 5回ほど

経験 している。そのほか日本アルプスや関東・中部

の百名山などもガイド。

ガイ ドC(38歳 )

ガイ ド山行歴としては、日本アルプスや中部の百

名山が多 く、ほかに初冬の富士山や雪の八ヶ岳・赤

岳登頂、残雪の北アルプス・立山縦走も経験 してい

る。2008年 のツアーガイド回数と日数は 8回、21日 。

2009年 は、トムラウシ山まで 17回、38日 であった。

まず、それぞれのスタッフは登山歴やガイド歴は

それなりにあったと思うが、危急時における対応経
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験がどこまであったのか、また、危険予知能力 (天

候変化の予知能力、地図からの地形判断力、参加者

の状況把握能力、時間経過の管理能力など)を どれ

ほど持ち合わせていたのか、疑間が残る。整備され

た登山道での転・滑落や既往症など、主に参加者

個人のミスに起因する事故や障害 (一部、ガイ ドの

不注意によるものもあるが)と 違って、「気象遭難」

は現場では主にガイ ドの責任である。したがって、

対応次第で防げるもので、そのための適切な対応が

ガイ ドに求められている。本遭難はスタッフの判断

ミスや迷いによって、対応がすべて後手後手に回り、

パーティ全体をどんどん危機に追い込み、危険を拡

大していったものと言えよう。

リーダーおよびスタッフに、これだけ大きなパー

ティをコントロールし、悪天候下でスムーズに引率

できるだけの経験が備わっていなかったのではな

いか。特に今回は、2泊 3日 の避難小屋利用 (テ ン

ト泊の可能性 もあった)の ロングコースの縦走であ

る。リーダーはまず、自分の集団としてパーティを

形成すべきである。まとまったパーティにできるか、

｀
にわか寄せ集めパーティ、のまま進むかは、 リー

ダー次第である。そのためには、ツアーの出発前に

まずはスタッフ間で、パーティ運営や安全管理につ

いて共通認識を持ち、役割分担を決めて、チームヮー

クを確立しておくべきである。夏山といえども危急

の事態を想定し、その場合の対応についてどれだけ

真剣に打ち合わせし、緊張感を共有していたか、あ

るいは、言わずもがなだが、お互いの役割または任

務について、スムーズにこなせるよう事前の打ち合

わせがなされていたか、疑間である。さらに行動中

は、日々のルーティンとして、参加者のコンディショ

ン (経験、体力、疲労度、体調など)を どれだけ把

握していたか。それらをスタッフ3人で共有するこ

とによって、まさかの時を含めて臨機応変な対応が

できるものである。

今回の遭難の直接的な原因は、低体温症である。

本遭難事故要因の検証と考察

近年、低体温症に対する注意がたびたび喚起されて

お り、活字にもなっているが、スタッフはそれほど

深刻には認識 していなかったのではないか。特に

2002年 に同じトムラウシ山で起こった遭難の、尊

い教訓が生かされていないのは誠に残念である。ま

た、行動中の参加者に対するケアも、不足していた

ように思う。あれだけの悪天候下での長時間の行動

である。低体温症を疑い、参加者にこまめにア ドバ

イスを送っておれば、あれほど犠牲を拡大させるこ

とはなかったのではないか。これも、悪天候 (暴風

雨、濃霧、霙、風雪など)下での山行経験が少ないと、

危険が想定できないし、的確な指示が出せないもの

である。ツアー登山ガイ ドは、ツアーで行 く山歴だ

けを自分の登山経験としてはいけない。個人的に努

力し、いかに実戦に基づいた知恵と危急時の対応経

験を積んでいくか、日頃の自己訓練と学習が肝心で

ある。

また、ガイ ドは業務に際して、決して参加者より

先に消耗してはいけない。悪条件下でパーティの安

全を守るためには、何を措いてもガイ ド自身が元気

でなければならない。今回、スタッフが自分自身の

悪条件下での体力低下をどれほど意識 していたか、

疑わしい。特にリーダーAが早い時点で体調不良に

なったふしがあるが、もしそうであるなら、ガイ ド

としての体調管理が不十分であったと言われても仕

方がなかろう。 さらに、 スタッフは自分自身と参力日

者の経験差、体力差をどれほど認識していただろう

か。今回の参加者は 50代の 2人を除き、残 り13人

がすべて 60代である。体力面で、特に 30代のガイ

ド2人と参加者の差は大きく、参加者それぞれの疲

労度を、この若い 2人がどこまで厳しく認識してい

たか、疑間が残る。

「山登 りの実力」とは、危急時にどのような対応

力を発揮できるかに懸かっている。そして、危機対

応や危険予知能力の養成は、実戦 とケース・スタ

デイがすべてであり、一朝一夕で身に付 くものでは
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ない。厳しい自然の中で活動する登山という行為に

おいて、それを導く登山ガイドとは、それほど重い

責任を背負っていると認識すべきである。

企画 0運営 している

ツアー登山旅行会社の問題

アミューズ トラベル株式会社 (以下、アミューズ

社)は 1991年 の創業以来、年々急成長 し、 リスク

の高いツアー登山部門にも進出してきた。その成長

ぶ りに比 して、社内やガイ ド・スタッフのリスク・

マネージメント体制や能力が対応できていなかった

のではないか。まずは、旅行と登山の違いを社内や

ガイド・スタッフに徹底させるべきである。登山の

場合、旅行業法上あるいは保険の裏打ちだけで許容

される範囲のみでは、危機対応できるものではない。

現状で多 くのツアー登山を鑑みるに、登山行為を単

なる旅行商品の付加価値として位置付けていないだ

ろうか。

「現場でのあらゆる判断や対応は、すべてガイ ド

に任せており、何かあれば会社が全面的に責任を負

う」とアミューズ社は言うが、今回のようなツアー

は、旅行業務の一環とはいえ、明確な登山活動であ

る。登山としての安全性を最優先した判断を、ガイ

ドが強く主張できるような体制にあったようには見

られない。また同社は、「とにかく無理して突っ込

むな」「そのパーテイで一番弱い人を基準に行動し

ろ」と指導していると言うが、その姿勢をガイドに

徹底させるための具体的な措置や人材管理が実施さ

れていたとは言い難い。「どんな状況下でも、日程

を思実に実行するのが良いガイド」あるいは、百名

山狙いの参加者などにとって「頂上に行かせてく

れるのが良いガイド」などという極端な考え方 (ツ

アー参加者やガイドの意見も含めて)があるが、そ

れは山や自然の中では通用しない。危機的状況下で

はまず何を優先させるべきかを、改めて傘下のガイ

ド・スタッフに徹底させる必要がある。

今回の大雪山・旭岳～ トムラウシ山の縦走コース

は、百名山の人気商品だが、旅程を管理するのに天

候や顧客のレベルなどが不安定で、スタッフの人員

配置など安全管理に関わるコス トも高くなり、募集

が難しいので他社が撤退しているプランである。そ

れ故、最近では途中の忠別岳避難小屋泊を入れて 3

泊 4日 とし、その日を「隠れ予備日」としているプ

ランや、ヒサゴ沼避難小屋に 2泊 し、 トムラウシ山

を往復するプランなど、安全性確保の見地から工夫

している会社 もある。

一方、アミューズ社はこのプランを、幸い事故も

なく10年 ほど継続 してきたが、コースそのものに

技術的な難しさがないこともあり、その間に危機意

識が薄れていたのではないか。このロングコースを

避難小屋利用 (テ ント泊のこともある)で縦走する

のは、特に今回のような年齢構成で、悪天候に遭遇

した場合、かなリシビアな状況になることは、予測

できたはずである。今回のツアー企画の脆弱性 (参

加者のレベル把握が不十分、食料は参加者持参のた

め重量負担大、貧弱な食事でカロリー摂取不足、エ

スケープルー トなし、予備日なし、幕営の可能性が

ある避難小屋利用による居住性の悪化や睡眠不足の

リスク、ガイ ドの土地勘なし、など)に対 して会社

は認識し、リスクを想定して危機対応をシミュレー

ションした上で、それを担当ガイ ド・スタッフそれ

ぞれにしっかりと伝えているとは思われない。

そもそも避難小屋泊まりを前提 としたようなツ

アー募集は、避難小屋本来の使用目的から逸脱して

いる。同社は人数分のテントを確保 していると言う

が、幕営による参加者の負担をどの程度に認識して

いたのか。特にテント泊に慣れていない人、あるい

は高齢者にとって、悪天候下での幕営は大きな負担

となり、翌日の行動に支障が出ることもあるだろう。

また、本コースに限らず、アミューズ社はコース

運営上の問題に対して、ガイドの意見を吸い上げて
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いただろうか。社内での十分な検討なしに、他社の

コース設定の受け売りであったり、既成の企画を惰

性的に継続するだけの安易な運営が行なわれてお

り、ガイドの意見が企画部門にフイードバックされ

ていなかったと聞く。実際に山の中でツアーを運営

してみてのガイドの経験や見解は、貴重な生きた情

報である。それらを反映させることによって、ツアー

プランの安全性がより高まることは確かであろう。

さらに、天候悪化に伴う危険回避に対する具体的

な判断基準が社内になく、したがって、ガイド・ス

タッフに対して明確な指示として出されていなかっ

たことが、混乱を招いたものと思われる。特に今回

は夏山ということもあり、特段の注意は与えられて

いなかった。さらに今回のようなリスキーなプラン

を実施するにあたっては、危機意識や危急時対応に

ついて共通認識を持つことが必須であるが、そのた

めに、スタッフ・ミーティングをしっかり行なうよ

う、会社としての指導が徹底されていたとは思えな

Vヽ 。

ヒサゴ沼避難小屋からの悪天候下の出発という

判断は、予備日がないので停滞できない (1日 延び

れば追加料金が発生する)、 続けて沼ノ原から同社

の別パーテイが入ってくるので、小屋を空けなけれ

ばならない、などという考えが、リーダーAの脳裏

に浮かんだとしても不思議はない。アミューズ社は

「現場では安全優先で、100%ガイド判断」と言う

が、彼にとっては大きなプレッシャーだったことだ

ろう。故人には確かめようがないが、経済性と安全

性の狭間で大いに悩んだだろうことは、想像に難く

ない。

ツアー登山に予備日はない、というのが旅行業界

の常識と言うが、そうは言っても、登山である以上、

万が一の場合は停滞を余儀なくされ、当然ツアーを

途中で中止や変更、あるいは延長せざるを得ない

ケースが多々あるだろう。今回のような状況によっ

ては困難度が増大するコース、あるいは技術的に困

本遭難事故要因の検証と考察

難なコースに関しては、ガイドのプレッシャーを軽

減するため、彼 らが精神的な予備 日 (自 己裁量でき

る余裕)を 持てるよう、アミューズ社が日頃から誘

導していく姿勢が必要だろう。

また、ガイド・スタッフの選び方に問題はなかっ

ただろうか。ガイ ドの選定方法としては、参加者の

多い支店からガイ ドを選び出すことがアミューズ社

の方針となっており、今回、広島と名古屋からそれ

ぞれリーダーとサブガイ ドを出している。ただ、2

人とも今回のコースは初めてで、 しかもスタッフ 3

人とも各々面識がなかったという。コース経験の有

無は、ガイ ドの絶対的な条件ではないが、今回のよ

うに大人数で、ロングコースの場合、万が一を考え

ると不安な構成であった。やはリリスキーなプラン

においては、接客力優先ではなく、危機対応の力を

中心に、厳 しく選定する必要があったと思われる。

同社は社団法人日本山岳ガイド協会の正会員団体で

ある「マウンテンッアーガイド協会」を関連に抱え

ておりながら、それが生かされているとは思えない。

それとともに、アミューズ社におけるツアーガイ

ド募集および選任基準に甘さはなかっただろうか。

近年、「ツアー登山」という概念が定着するにつれて、

「ツアー登山客」という層が生まれ、「ツアー登山ガ

イ ド」というカテゴリーができ上が りつつある。多

くの人々が気軽に山を楽しめることは大変喜ばしい

ことではあるが、あくまでも登山である以上、ガイ

ドを選任するツアー登山旅行会社 (以下、ツアー会

社)の責任は非常に重い。また、そこに・i■むリスク

に対して、相当敏感でなければならない。すなわち、

ツアー登山は単なる山好きの人物が引率できるレベ

ルのものではなく、他人の命を預かるだけに、まさ

にプロフェッショナルな世界なのである。その点、

ツアー登山のガイ ド歴を山歴と見なし、ガイドの実

力を過大評価 していたふしがあるし、アミューズ社

の経営陣や幹部の登山経験 も、選任 したガイド同様

で、これらを見通すに足るものではなかったのでは
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ないか。

今回のような重大な事態は、アミューズ社 も、雇

用されるガイドも、ともに経験上想定外だったので

はないか。山でのリスク・マネージメントについて

は社内にも専門家はおらず、年 3回実施されること

になっている研修会においても、事故対策は転・滑

落や熱中症などに集中しており、低体温症の危険に

対する認識は薄かったという。2002年 の トムラウ

シ山における遭難事故の後も、当該コースを含めて、

その危険性をガイド・スタッフに指導、徹底できて

いなかった。

最後に、ツアーの募集要項と参加基準について触

れておこう。ツアー会社が募集パンフレットにネガ

テイブな情報を盛 り込むのは、なかなか勇気の要る

ことであろうが、こと登山においては、コース上で

起こり得る地形上の危険情報や予見される気象に合

わせた装備面のア ドバイスなどは不可欠である。特

に過去の遭難事例を参考にした低体温症などの危険

情報は、参加者にも必須だったのではないか。

また、参加者の募集基準が甘かったように思う。

結果から見ても明らかなように、あのような悪条

件下で、退避の困難なロングコースを歩 くにして

は、一部の人は体力、経験ともに不足していた。一

方、生還できた参加者が、全コースをある程度余裕

を持って歩き切れるだけの体力を維持していたとと

もに、防寒対策やエネルギー補給など、自分でこま

めに対応できていたという事実からも、容易に想像

できる。ガイドに指示されなくても、わずかでも自

分で危機意識を持って対応したかどうかが、生死を

分かつことになったのではなかろうか。それが身を

以って学んだ「登山の経験」というものであろう。

アミューズ社の星印で表わした参加基準もそれな

りに意味はあると思うが、今回のような、星4つ (星

5つが最高)の コースに対して、参加者の過去の登

山歴を類推して、その基準をクリアしているという

考え方は、非常に危険と言わざるを得ない。百名山

をいくら多く登っても、危機対応できない登山者は

たくさんいる。参加者の山行経験の中身こそ問題で

ある。今回の旭岳～トムラウシ山縦走のように、悪

条件下では、易しいコースがハードなレベルに変貌

することもある。また、体力的あるいは技術的に困

難なコースに関しては、参加者一人一人の書類上の

データだけでなく、同行したガイドからの過去情報

や、中高年者に多い各種既往症の洗い出しなど、も

う一歩踏み込んだ顧客管理が望まれる。

1980年 前後か ら始 まった中高年登山ブームは、

今や社会現象として定着し、特にこの 10年 ほどは、

中高年からの登山入門者が「ツアー登山」という形

で山を楽しむことが多 くなっている。しかし、登山

者の高齢化に伴って遭難事故も増加 し、2008年 は

史上最悪を記録している。

昨年夏、発表された 2008年 の全国山岳遭難統計

によると、遭難件数 1631件、遭難者数 1933人、う

ち死者・行方不明者数 281人で、発生件数、遭難者

数とも、統計開始以来の最多記録を更新 している。

とりわけ遭難者の中心を占める年齢層は 50代後半

か ら60代 の中高年層で、2008年 度はなかで も60

代前半が突出して多 くなり、さらに 70代 も大きく

増加している。

このように、登山者および遭難者の高齢化 という

現象は、日本の登山界全体が抱える構造的な問題で

ある。今回の遭難事故は、当該ガイドやツアー会社

の力量不足、認識不足だけに関わる特殊ケースでは

なく、その構造的な脆弱性の一端が表われたもので

あり、今後、登山界全体として考えるべき問題を多

く含んでいると言えよう。以下にそれら問題点を列

記 してみた。

題間るわ関

の

に
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体

し

全

と
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本遭難事故要因の検証と考察

大 きな、そ して永遠の課題 となっている。(1)次代の登山界を担うべき若い登山者の減少、若

者の山離れが進む。

(2)大学山岳部や社会人山岳会、職域山岳会の指導

者の高齢化、組織の衰退により、登山者を教育・養

成するためのしっかりしたシステムが衰微。

(3)健康志向による中高年登山者の増加。登山を

ウォーキングなどと同列と考え、登山に対する危険

意識が欠落している人々の誕生。彼らはツアー旅行

に参加するのと同じ感覚で、手軽にツアー登山に応

募する。

(4)近年の「出版不況」に表われているように、本

を読まない消費者の増加は登山界においても例外で

はない。登山の専門雑誌や入門書、ガイドブックな

どをほとんど読まない登山者が増え、指導者不足と

相挨って彼 らの学習機会が減っている。

(5)上記のような登山者をターゲットとして、登山

の専門性を理解していないツアー会社が、旅行の延

長感覚でツアー登山を企画・募集する。

(6)ツ アー登山の隆盛によリガイ ドの需要は非常に

高まっているが、その反面、(1)や (2)と いった事

情により、それに見合う実力を持った人材が圧倒的

に不足 しているのが現状である。

(7)旅行気分の参加者 (登山者)と 、旅行ビジネス感

覚のツアー企画者 (ツ アー会社)と の狭間で、ガイ

ドには大きなプレッシャーがかかっている。

今回の遭難事故は、上記のような登山界全体にわ

たる諸問題が相侯って引き起こされたとも見ること

ができる。したがって、これらの問題が改善されな

い以上、いつまた「第二の トムラウシ」が起こらな

いとも限らない。

前述した山岳遭難統計の数字が示すとおり、今回

のように耳目を引く形ではないものの、さまざまな

遭難事故が定常的に起こっている。これらツアー登

山客を含む未組織登山者層を、いかにして事故のな

い、安全な登山に導いていくかが、現在の登山界の


